
 

 

 

 

 

「お家で暮らす」「もうひとつの福祉」「存在の価値」を確かめる 

2013 年 9 月 15 日（日）10:00～17:00  いたみホール 6 階 中ホール   

10:00 開会 ご挨拶:李 国本 修慈 主催者代表 

     司会＆コーディネイター:篠原 文浩さん/社会福祉法人イエス団 

                    尾瀬 順次さん/NPO 法人てくてく 

10:10 お話し 1 「暮らす」というコト  

～お家に帰る迄、帰ってから、みんなの居場所は何処に在る?～ 

大山良子さん:NPO法人リターンホーム 伊藤佳世子さん:りべるたす株式会社 

12:00 お昼休み 

 

13:30 午後の部開始 

13:35 お楽しみコンサート 「前例がなければ作ればいい」 

       歌:青野浩美さん ピアノ:新真由美さん 

           ～みんなで聴いて、感じましょう^o^;;～ 

14:10 お話し 2 「裕子さん」というヒト 

五十嵐正人さんと裕子さん:ばおばぶ 

        ～4人暮らし、ばおばぶ暮らし、裕子さんはどうですか^-^;;～ 

15:25 お話し 3 「白い革命」というモノ 

清水明彦さん:西宮市社会福祉協議会 

～存在の価値、「居る（おる）」ことこそ!でいいですか?～ 

16:30 みんなでお話しっ! 

17:00 閉会 

 

販売店^-^; フェミックス クリエイツかもがわ 耕ちゃんの店 ストアー佐伯 

 

主催:NPO 法人地域生活を考えよーかい 有限会社しぇあーど 



誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2013へお越しいただいたみなさまへ 

2013年 9月 15日 

主催者代表 李 国本 修慈 

 

本日は、いたみホールにお越しいただきありがとうございます!。今年もこの時期がやっ

てきまして、お集まりいただきましたみなさんと楽しい 1日を過ごしたいと思います。 

今年のテーマ(というか、毎年同じような感じなんですが^-^;)は、【居る(おる)】ことにつ

いて、その意味と申しますか、そのコトについて、とことん(でなくってもいいのですが^-^;)

考えてみたいと思っています。 

今年、2013 年は「しぇあーど」が誕生して 10 年、私がこのような活動を本格的に始め

て 13年となります。その年月はそれぞれ「支援費制度(現在の障害者総合支援法)」、介護保

険法が経過してきた時間と一致します(たまたま?ですが^-^;)。この間、「利用契約」「消費サ

ービス」等と言われ、法制度が整えられてきたといえるのか思います(私はあまり思えてま

せんが^-^;)。しかし、未だに 10 年前と同じように「暮らし難さ」「生き辛さ」を仰る方は

居続けて、そんなことすらも言えない、聞いてもらえないといった方々も存在します。 

そして、この間に感じてきたこととして多くの方が自らの命を絶つであるとか、多くの

方々が「居場所」を持てない(見出せない)といったことです。なかなか報道等では感じ得な

いことかも?で、「多くの」という表現も何を基準に?ということになるかも知れないのです

が、たったひとつの「生き辛さ」を感じられる地域だとか社会となれないものかと思った

りしています。 

さて、そんな思い(ちと、重くて暗いかも?ですが^-^;)から、今年もとってもステキなみな

さんをお招きさせていただきました。 

今回のフォーラムを取りまとめて頂く(^-^;;ぜんぜんまとめなくてもいいのですが、一応

^-^;)コーディネイター＆司会者を篠原文浩さんと尾瀬順次さんにお願いしています。 

お二人は 1964年生まれの私がとっても敬愛させていただきつつ、いつも無茶なお願いを

お聞きしていただいていますステキな方々です。一応、私(1965 年生まれ)も含めて「カン

アラ・フォーティエイト」(関西アラウンド 48 歳という意味です^-^;)というトリオで活動

しています(^-^;特に何をしてる訳でもないのですが、3人居ることでそういうことです^-^;

…意味不明ですいません、しかも、もーカンアラ 49なんですが…^-^;)。 

午前のお話し 1は、千葉県千葉市から、超(あるいは蝶っ!^-^;)ステキなお二人、大山良子

さんと伊藤佳世子さんにお話ししていただきます。それぞれの方については、お話しの中

からじっくりと感じ取っていただければと思うのですが、大山良子さん、とっても柔らか

な(見た目も中身あるいは中味も^-^;;…一度しかお会いしていませんが^-^;)ステキな方で

す。そのお話しぶりや中味をじっくりまったりお聞きください^-^;。 

伊藤佳世子さん、彼女も「まったり」なんですが、その言葉の後に「っ!」が入る(ことも

ある^-^;;、よくある?)とってもステキでパワフル(私も憧れる^-^;)な方です。赤ワインをこ



よなく愛する(限りなく呑み干す^-^;)力強くも優しい言葉の数々をみなさんに持ち帰ってい

ただければと思っています。 

お二方とは、昨年の夏から 1 年間を通し実施させていただきました放浪の際(今回配布さ

せていただいています分厚い資料:公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 2012 年度一般

公募「在宅医療研究への助成」完了報告書)に出会わせていただきまして、今回お招きする

運びとなりました。 

今年もお昼休みは 90分の時間を取っています。ぜひ、今回お招きさせていただいたみな

さんや会場にいらっしゃるみなさんとの交流の時間としてもご利用ください。 

午後からは、今年も青野浩美さんと新真由美さんの歌と演奏でお楽しみいただけます^-^;。

ステキな歌声にピアノの音色に潤っていただけるものかと思います^-^;。と、今回、青野浩

美さんには、しぇあーどのテーマソングと言いますか、みんなの歌となってほしいとの思

いで出来上がりました「生まれてくれてありがとう」を歌っていただきます(初めての公開

です!!^-^;)。お楽しみに^-^;。一応、来年あたりの紅白出場を目指しています^-^;。 

お話し 2 では、森山裕子さんと五十嵐正人さんにご登壇いただき、五十嵐さんからお話

しをお聞きします。現段階(9/13の朝です)で、お話しの内容は全く解っていませんが、五十

嵐さん、私(なんぞ)が、ほんとに古くから大きな影響をいただいた方でして、どうしても今

年(^-^;;10年ですから…くどい^-^;)お招きさせていただきたかった訳です。もしかしたら難

しい?お話しだったりするのかも知れませんが、「自由な福祉」の意味、「もうひとつの福祉」

をみなさんに感じ取っていただきたいと思っています。 

そして、何より「裕子さん」^-^;。私も何度か「ばおばぶ」さんに泊まらせていただきな

がら彼女とご一緒し、彼女の「居る感(おるかん)」の「おもろさ(ステキさ)」を感じさせて

いただきました。^-^;みなさんにも感じ取っていただけるものかと思っています。只、裕子

さんが壇上に上がってくれるかな?とワクワクしています^-^;;。 

お話し 3 では、お馴染みの清水明彦さんから、もしかしたら最も解り難い?^-^;お話しが

聞けるのかと思います(^-^)。一応、最後に登場するということで、それらしき言葉も期待

したいのですが、きっと「とどのつまりは…」ということになるのでしょうが^-^;、そのこ

とを改めて毎度毎度、何度も何度も確認していきたいと思っています。「白い革命」の意味

をじっくりお聞きください。 

そして、フォーラムの最後には、みなさんのご感想やご意見なども聞きながら、篠原さ

んと尾瀬さんに切り盛りしていただきましょう^-^;。きっと楽しい 1日となっていることか

と思います^-^;。 

最後に、あらためまして、今回お集まりいただいたみなさん、開催に協力いただいたみ

なさんに感謝いたしますのと共に、なかなかこういった場に来れない方々への思いも抱き

ながら、みなさんと楽しみたいと思っています。 

「何処で誰と、どう生きる」ということが妨げられないようにと願っています。 

誰もが(みんなが)ご機嫌に暮らせる地域が何処其処にも!と…。 



            第 47回 NHK障害福祉賞（2012年度） 伊藤佳世子さん 

    

「「「「私私私私はははは，，，，心心心心がががが大人大人大人大人になりたいになりたいになりたいになりたい」」」」    

 

大学法学部を出て，就職したのは法律事務所。福祉などの言葉とは全く無縁でした。そ

んな私が，現在，重度障害のある方に対して 24 時間体制で支援することができる訪問介

護事業所をつくることになったのは，ある一人の女性との出会いからでした。 

    

みずからのみずからのみずからのみずからの自立自立自立自立のためにのためにのためにのために    

平成 18年 3月，当時 33歳だった私は，ある事情で静岡県の漁村から千葉の実家に戻り

ました。4 月からすぐ働くことができる仕事を探し，インターネットで見つけた「国立病

院機構の障害者病棟」での介護職員募集に飛びつきました。そこで働けば，国家公務員に

なれる――。それは，とても魅力的な条件で，収入も安定し，私一人でも子供二人を育て

ていけるのではと，希望が持てました。その後，実際に採用が決まった喜びの中，この病

院の組織の一人として，よい仕事をしていこうと決意しました。 

そんな 4月の新人研修最終日のこと。筋ジストロフィーi（以下，筋ジスという）病棟に

見学に行くことになりました。その時は，けだるい夕方で，4 人部屋の病室のガラス越し

に，病棟看護師さんの説明を受けながら，ちらりと患者さんたちを見た程度。明日から私

が勤めるその病棟には長期療養者が 40 人弱おり，その半数以上が人工呼吸器をつけてい

るという説明を聞きました。いかにも病院らしい空間で暮らすその人たちを見たのが，私

と難病をもつ方との最初の出会いでした。 

 中でも，特に気になった患者さんが，私と年齢が 2歳しか変わらない大山良子さんです。

入院患者さんの中ではわりと元気そうに見えましたが，彼女は 8歳からずっと，27年間も

この病院で生活しているというのです。私は大山さんが何を考え，どのような思いで病院

にいるのか「知りたい，親しくなりたい」と思うようになりました。そうして，数か月か

けて彼女に色々と話しかけてみたのですが，とおり一遍の話をするだけで，心を開いて思

いが語られるようなことはありませんでした。 

 元来，本や資料を読むことが好きな私は，勤務の合間に，福祉関連や障害学といった分

野の本を読み漁り，更に，病棟の患者さんのカルテを端から隈なく見ていきました。そう

して，制度の仕組み，神経筋疾患難病やケアのことを学びつつ，一人ひとりの患者さんの

生い立ちや病歴を把握していったのです。 

 

病院病院病院病院でのでのでのでの日日日日々々々々，，，，募募募募るるるる違和感違和感違和感違和感    

病院ではまず看護師さんから仕事を教わることになります。ここで大事なことは，「手早

くミスなく仕事をする」ことだと理解しました。病院では崩せないタイムスケジュールが

あり，それを狂わさないよう，常に少ない人員で時間との勝負をしているようで，日々の

介護はまるで戦場のようでした。手早く介護ができるようになると，スタッフとしては「一

人前」なのです。排泄や入浴，食事でさえも，いかに短時間で済ませるかを考えて動いて

いました。それができることが良いスタッフの条件だと信じるようにもなりました。 

この病棟は「排便時間」というのが決まっていて，座薬を入れて，全員が同じ時間帯に



部屋のベッド上で排便をするようになっていました。ですから日勤の人は，朝の申し送り

の後，端の部屋から順に全員の排便の後始末をして，ズボンを履かせるということから仕

事が始まるのでした。はじめてこの業務を担当したときは驚きました。4 人部屋でカーテ

ン越しにすぐ隣に他人がいる環境で，毎日同じ時間に排便…私にはとても無理です。 

「ここにいる人たちはこのような排せつをしなければならない何か医療的な理由がある

のだろう」と考えなくては，毎日こういった介護があることに納得ができませんでした。 

大山さんも，病棟の皆と同じようにこの排便の方法を納得して受け入れている様子に見

えました。また，彼女に関していえば，男性職員からトイレや生理の介助，入浴介助を受

けたり，病院職員が介助で失敗したりしても，顔色一つ変えませんでした。 

 

私なら一日たりともできそうもない生活を，ここの病棟の患者さんが続けているのには

違和感がありました。患者さんたちに病院生活への思いを色々と聞いても，口をつぐんで

しまいます。それに，彼らは総じてあまり饒舌ではありませんでした。 

勤務に慣れてきた頃，ある患者さんに「手早い介護は怖い」といわれ，私は患者さん側

の気持ちを全く考えず，病院側の都合だけを考えて仕事をしてきたことを知るのですが，

気づけば，実際の現場は，私がそれまで読んだ福祉の教科書とは違うことばかりで，職員

が患者側でなく病院側の都合で動くことが当然の世界でした。 

 

ある時，ナースステーションで個々の患者さんのカルテを読んでいると不思議なことに

気づきました。ほとんどの人のカルテの表紙には緊急時の対応，「気管切開は行わない」等

と書いてあります。最初はなんとなく読み流していたカルテでしたが，緊急時の処置がこ

の通りなら，気管切開をしないことが事前に話し合われていることになります。 

また，その紙も随分と古い感じがしたので，意向に変化があるのではと考え，患者さん

に気持ちを聞いてみました。すると驚くことに緊急時の取り決めがあること自体を「知ら

ない」，更に，彼らはそもそも直接に病名の告知を受けていないというのです。それは生活

も病気も，命のことまでも，患者さん自身が主体的に考えられていないことのように思え

ました。 

「患者さんたちの本心が知りたい」，大体，この人たちは病院でないと本当に生きられな

いのか，病院の生活に満足し，敢えてそこにいるのか。せめて年齢の近い大山さんは一体

どう考えているのだろう，その本心を聞いてみたいと思いを馳せてみるけれど，彼女の口

からは何も語られない日々が続きました。しかしその間，私の「知りたい」とい気持ちは

日々募るばかりでした。それは病院で亡くなった祖父から聞くことが出来なかった，患者

の気持ちを，代弁して欲しかったのかもしれません。  

 

祖父祖父祖父祖父のことのことのことのこと    

私の祖父は『リーダーズ・ダイジェスト』を読む知的でハイカラな人でした。田舎にい

ながらもサラリーマンでしたので，退職後，趣味にしていた不器用なその畑仕事は，今思

い出してもおもしろく，一個の粒しかならないトウモロコシや大きすぎる茄子に，私は姉

と笑い転げていました。 

 私が高校生になった頃，一人暮らしになったその祖父が，訪問販売に騙されたようなこ



とがしばしあり，そのうち，家の中でおしっこを漏らしているということがあったようで，

やがて，病院に入ったと聞かされました。 

 数か月後，私がしばらくぶりに会った祖父は，病室の真っ白いシーツのベッドの中に，

そしてなぜか手が柵に縛られた状態でいました。まるで人が変わってしまったかのようで，

目もよく開かないし，口もきけない状態でしたが，私の言葉は分かるらしく頷いていまし

た。手が縛られている理由は分かりませんでしたが，恐ろしくてそのことは誰にも聞けま

せんでした。母に何度か，「祖父はなぜ退院できないのか」と聞いたことがありましたが，

逆に「長く預かってくれる病院があってよかったのだ」と答えが返ってきただけでした。 

 その 4年後，祖父は危篤になり，家族が病院へ呼ばれました。私の知っている祖父らし

い姿ではありませんでしたが，「おじいちゃん」と呼んでみたら，涙を流していました。不

思議なことにここでも皆が，「最後まで病院で預かってもらって本当によかった」というの

ですが，そこを問うことが，とても恐ろしい気持ちになりました。 

その明け方，祖父は亡くなっていったそうでした。“人が死ぬ”というとき，なぜこうし

て病院で何年も眠らなくてはならないのか，なぜ家で暮らし続けられなかったのか，その

時はよく分かりませんでしたが，祖父の死そのことより，病院にいた祖父の姿をみること

が悲しかった事を覚えています。 

長い間思い出すことがなかった記憶でしたが，介護職の仕事に慣れた頃，不意に祖父の

ことを思い出しました。この「どうして，祖父は病院でなくてはならなかったのか」とい

うことを考え始めると，止まらなくなるのでした。 

 

なぜなぜなぜなぜ病院病院病院病院でなくてはならないのかでなくてはならないのかでなくてはならないのかでなくてはならないのか 

 大山さんは千葉県出身で，昭和 45年 7月生まれ。ＳＭＡiiという病気をもつ方です。彼

女には私のもつような自由は何一つなさそうでした。また，病気の進行の早かった同級生

は皆亡くなられており，同じ位の年の友達もほとんどいないようでした。病院内の養護学

校高等部を卒業してからも家に帰ることなく，療養暮らしをしてきました。「療養」とはい

っても，貧血の薬を飲んでいるだけでした。 

 その頃私は，重度障害のある方の自立生活についての成書をいくつか読んでおり，24時

間人工呼吸器装着をしている人でも，施設や病院ではなく地域で一人暮らしをしていると

いう事例を調べ，彼女も希望すれば病院でない暮らしも可能なはずだと思うようになって

いました。 

あるとき，病院のリネン庫で大山さんと二人になる機会がありました。 

いつも本心のわからない大山さんに対し，「外にはもっと色々な自由があるし，重たい障

害のある人でも，一人で暮らしている人もいるのに，大山さんはなんで病院なの，ずっと

病院に居続けたいの？」と聞いた私に， 

「きっかけがないだけで，みんな病院を出たいのです。私もずっと考えてきました」 

ときっぱり答えが返ってきたのです。その時初めて大山さんの本当の思いを聞けたと思

い，「本当なの？大山さんが本気で病院を出るなら，私は在宅で仕事をしたい」という言葉

が出てきたのです。大山さんは，「本気です」とだけ答えてくれました。やがて，私たちは

一年半後に病院を出るため準備をする約束をしました。 

私はその年の 12月に退職し，大山さんが在宅で生活できるよう，1年かけて事業所を立



ち上げる準備を始めましたiii。 

 

大山良子大山良子大山良子大山良子さんさんさんさん自身自身自身自身のののの言葉言葉言葉言葉    

彼女が病院を出る約半年前に，ある縁から淑徳大学で自立生活のための学生ボランティ

アを募るために学生に向けて話をする機会を得ました。その内容の一部をご紹介します。 

 

私は大山良子です。歳は 37 歳です。クーゲルベルグ・ウェランダーivという病気で，

現在下志津病院で生活をしています。今年で入院生活 29 年目を迎え，人生の約 80%を

病院で過ごしているベテラン患者です。 

病院でお世話になる患者が，こうして自分の思いや意見を生で語るのは珍しいこと

だと思います。私は 8 歳から親元を離れて長い間，病院という狭い空間で暮らしてき

ました。病院では，朝から晩までタイムスケジュールがあり，平日や休日も関係なく

規則正しく進んでいきます。朝食後にトイレを済ませ，車いすに乗れたと思うと昼食

で，午後のリハビリを終えると，夕食になり就寝の時間になる。多少の違いはありま

すが皆この流れで一日を過ごしています。この流れの波に乗れない人は，嫌われます。

トイレの時間を例にすると，私は，大体一日５回排尿します。朝 10 時の後は午後の

15 時 30 分までしません。だけども涼しくなるとお昼頃にたまにしたくなります。病

院のお昼の時間帯というのはスタッフも昼食タイムで，対応する人が限られます。そ

んな状況の中で，いつもしないトイレをお願いすることは日常の流れに反するので，

決められた時間外のトイレ介助は『えっ』という顔をされます。女子の排尿介助は時

間がかかり，敬遠する気持ちも分かるので，私はおしっこがしたくならない様に水分

コントロールをしています。時々自分の膀胱にエールを送ることもあります。私たち

は日常の流れに背かず，『えっ』という顔をされないように，目立たないように過ごし

ています。 

毎日，病院スタッフは時間に追われています，患者は自由時間に本や新聞を読む，

散歩する，売店に行く，絵を描く，ゲームをする等やりたいことも十人十色ですが，

何をするにもスタッフにお願いしなくてできません。趣味的な要望の他にも，入浴も

週２回から増やしたい，寝る時にパジャマに着替えたいなど，本当は要望が沢山あり

ます。けれども病院の人員体制的に叶えられません。そして要望は，時として我が儘

と受け止められてしまいます。要望と我が儘の境界線はとても難いし，スタッフの意

見を聞いた方が，楽なので私達は何も言いません。それから，病院生活は待ち時間と

も付き合わなくてはなりません。起床，整髪，トイレ，お風呂の介助など何事も順番

に一人ずつするので，自分の番が来るまで，また，終わってからも次のことをお願い

するまで，静かに待ちます。この待ち時間を合計すると映画が 2 本くらい見られるか

もしれません。気分転換に外出したくても，それには自分でボランティアを探さなけ

ればなりませんが，なかなか見つからず，年に数回しか行かれません。私はこんな生

活を何の疑問ももたないようにして，３０年近く続づけてきたのです。 

 

退院退院退院退院にむけてにむけてにむけてにむけて――――――――命命命命のののの責任責任責任責任はだれがとるはだれがとるはだれがとるはだれがとる？？？？    

 平成 20 年 3 月 1 日に，私の事業所に，「障害福祉サービス」の事業指定が下りました。



そうして準備すること 1年半，いよいよ大山さんが退院です。 

ところが，あと数日で退院というときに，私たちは病院からも在宅医療の関係者からも

「在宅で，命の責任は誰がとるのか？ はっきりしてほしい」と聞かれました。私の「そ

れはご本人の責任だと思います」との答えに，「引き受ける事業所として，いい加減だ」と

の言葉も聞かれました。そんなことから，彼女の退院が周囲から応援されてないように感

じました。 

そして，4 月 16 日，29 年の病院生活に終止符を打ち，大山さんが退院する日を迎えま

した。前夜は寝付くことができず「大山さんの生活保護は下りるのか，障害福祉サービス

は十分に確保できるのか」とても心配でした。何度問い合わせても福祉事務所からは，「生

活保護の申請が下りるか否かは，事前にお知らせできません」との回答しかありません。

また，一ヶ月前から障害福祉課に介護給付の申請をして，必要量が出るのかの問いには，

「退院し，審査会を開きそこで決定するまでは分かりません」というのです。とにかく，

病院を退院しなければ，生活保護も障害福祉サービスの給付量も決定できないそうで，経

済的にも介護体制にも見通しのある調整はできませんでした。そのような状態から，病院

や在宅医療側の関係者が，安易な退院に反対することが理解できました。 

それでも，私は初めて本心を明かしてくれた大山さんの思いを叶えたい，この病棟にい

る人たちがどうしても病院で生活しなくてはならないのかという疑問へ挑戦したかったの

です。 

もし，何事もうまくいかない時には，とりあえず私の家で大山さんを引き取り，それら

の決定を待とうと決意しました。そういった考えは強引だったかもしれませんが，誰かが

そうしなければ彼女は病院から出ることができないのです。病院や地域の支援者たちには，

「病院に暮らしていれば安定した生活が送れるのに，なぜ退院したいのか？」という考え

が強くありました。「長期療養者は，自己判断や責任をもてないのに，大山さんはそそのか

されている」との非難もありました。 

それでも私には，病院でなくても生活ができるかどうかに挑むことは，他の多くの患者

さんのためにも，とても大切なことのように思えました。 

 

「「「「私私私私はははは，，，，心心心心がががが大人大人大人大人になりたいになりたいになりたいになりたい」」」」    

退院するとき，大山さんと私はこれからの不安について口にすることはありませんでし

た。ちょうどその日は病棟のお昼ごはんのメニューが麺の日で，「引っ越しそばになった」

とほほ笑む彼女と病棟のナースステーションで退院の挨拶をし，私たち二人は長い廊下を

歩いて玄関に向かいましたv。私は両手いっぱいに荷物を抱え，隣で大山さんは電動車いす

を走らせ，無言のまま玄関にたどり着きました。 

なんだか，悪いことでもしているかのような後ろめたさでいっぱいの退院でした。 

車に乗るとき，いつも感情を出さない大山さんの目から涙がポロリと落ちてきました。

私にはその涙が，喜びなのか，不安なのかを怖くて聞くことはできず，そういう大山さん

の顔を見れば見るほど，私の胃は痛みました。病院で一生暮らすのをやめるには，たとえ，

失敗してもチャレンジしていかなければなりません。これから二人で頑張ればなんとかな

ると自分に言い聞かせ，不安いっぱいの中，でも，きっと大丈夫だと信じて，見送りにき

てくれた病棟の友達に手を振り，病院を後にしました。 



 最初に役所に行き，在宅サービスや必要な支援を申請してvi，夕方には家に着きました。

夕食のリクエストを聞くと，「お寿司」でした。病院食では生ものは出されなかったので，

めったに口にすることはできなかっただろうな…と思いながら，私は急いでお寿司を買い

に行きました。 

初めての夜は不安だらけでしたが，1日，2日と，ゆっくりと確実に毎日が進んでいき，

大山さんは地域で生活することに少しずつなじんでいきました。 

 彼女は，今日着る洋服を選ぶこと，毎日の食事を考えること，お金の使い方など日常を

つくる全てを決めること，そして何より，介助者に心を開いて一人一人と人間関係をつく

っていくことが大変そうでした。今まで病院では，食事や生活スケジュールも決められて

いて，決まった時間に決まった介助を受けられていたのに，これからは自分で考えなくて

はなりません。 

病院を出てから二週間後，行政やサービス担当者が集まり，彼女のためのケア会議があ

りました。その時の大山さんからの言葉の抜粋です。 

 

病院にいた頃，自分の病気は進行が遅いため死ぬまで何十年も病院で暮らさなくて

はならないが，私は一生自分らしく生きられないのだろうか？と考えていました。 

患者も『したい事』『見たい物』がたくさんあり，彩り豊かに生活したいのです。喜

びはもちろんですが，痛い失敗や苦い思いも経験し，自分らしく生きたい。これらを

実現させるには，病院にいては無理だったのです。病院にいれば，生活の不安や危険

なことはありません。「ならばそこが一番なのでは？」と思う人がいるでしょう。 

でも，私は，心が大人になりたい。小さい頃から病院にいると患者という役割しか

なく，考えも幼くいくつになっても子供扱いされてしまいます。それに甘えてしまえ

ば楽ですが，時々そんな自分が悲しくなります。私という存在が，そこに無いからで

す。自立をして年相応の経験がしたいというより，経験しなくてはならないと思って

います。私は，患者という役割だけの，無色透明の男でも女でもない人でなく，オリ

ジナルの『大山良子』になりたい。実家に帰り生活をする手段もありますが，親が高

齢で負担が大き過ぎます。そこで私は地域でアパートを借りて一人で生活することを

決めました，これが，私のはじめての人生の決断です。 

 

ともにともにともにともに生生生生きるきるきるきる隣人隣人隣人隣人としてとしてとしてとして    

 あれから，4 年 3 ヶ月が経ちます。最初のころ，大山さんは何をするにもアドバイスが

なくてはならず，町を歩いていても見た目が幼く子供と間違えられていましたが，今の彼

女は独り暮らしの女性としての貫録が出てきました。おしゃれ好きで，散歩と買い物と絵

を描くことが趣味です。年に何度か旅行を企画し，昨年は札幌，今年は京都へ行きました。

更にNPOviiをつくり，同じような地域で生活したい障害のある人の支援やヘルパー養成を

しています。 

いま，彼女は講演などで「病院は家ではありません。どんな患者も病院に長くいたくあ

りません。長期療養して地域に出ると，大変な苦労があるので，できるだけ長期療養はさ

せないようにしなくてはなりません」と発言します。 

退院から 3 年半が過ぎ，入院していた病院の相談員の方が初めて訪問してくれました。



「病院を出て，頑張りましたね。やはり地域生活のほうが生き生きしているね。病院も地

域移行への考えが変わりましたよ」といってくれました。 

その言葉に，彼女の退院の決意は間違いではなかったと確信できました。そして今では，

彼女は私の「良き隣人」となり生活を続けています。 

 

 

 

 

（別紙） 

注釈については，ご参照程度扱いでお願いします。本文字数にはカウントしないで下さい。 

                                                   
i  筋ジストロフィーという病気は「筋線維の変性・壊死を主病変とし，進行性の筋力低下をみる遺伝子

の疾患である」と定義されているそうです。多くは遺伝するといわれています。（日本筋ジストロフィー

協会 HP参考  http://www.jmda.or.jp/） 
筋ジストロフィー病棟は全国に 27の国立病院機構の長期療養病棟がある。 

ii SMAとは脊髄性筋委縮症のこと，脊髄の運動神経細胞(脊髄前角細胞)の病変によって起こる神経原性

の筋萎縮症で，ALS（筋萎縮性側索硬化症）と同じ運動ニューロン病の範疇に入る病気です。いずれも体

幹や四肢の近位部に優位の筋の脱力，筋萎縮を示します。（SMA家族の会参考 

http://www.sma.gr.jp/index.htm） 
iii 24時間 365日対応する事業所がなかったので，自分で事業所を立ち上げるしかありませんでした。 
iv ｸｰﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾍﾞﾗﾝﾀﾞｰとは SMA3型，軽症型，発症は 1歳 6ヶ月以降。自立歩行を獲得しますが，次第

に転びやすい，歩けない，立てないという症状がでてきます。後に，上肢の挙上も困難になります。（SMA

家族の会参考 http://www.sma.gr.jp/index.htm） 
v 筋ジス病棟は昔結核病棟だったところを改修したので，隔離する必要もないのに普通の病棟とは離れた

ところにありました。一般病棟から遠いつくりになっているのがほとんどで，一般病棟や玄関まで長い長

い廊下があります。昔はその廊下でリハビリを行っていたといいます。 
vi 平成 20年 4月 16日に申請し，障害福祉サービスは 5月 22日，生活保護は一ヶ月以上先に決定が下

りました。 
vii 特定非営利活動法人リターンホームの代表理事として，大山良子さんが平成 21 年 2 月に設立。長期に

わたり病院や施設で暮らす，重度な身体障害のある人々を対象に，社会的入院などを解消し，地域で障害

のない人と同等の日常生活や社会生活を営めるようにする事業を行い，重度身体障害のある人の社会福祉

の向上に寄与することを目的としている。 



「暮らす」というコト
～おうちに帰るまで、帰ってから

みんなの居場所はどこにある？～

平成25年9月15日

ＮＰＯ法人　リターンホーム　大山良子

在宅障害福祉サービス事業所りべるたす　伊藤佳世子



お招きいただきまして、
ありがとうございました。

千葉県千葉市中央区から来ました二人です☆



大山良子のこと

昭和４５年７月１８日　生まれ

千葉県君津市　出身



家族

父　製鉄務め　
母　専業主婦
長男　８歳上　
次男　７歳上
私



病　名

脊髄性筋委縮症

クーゲルベルグ・ヴェランダー

SMA
Spinal  Muscular Atrophy



子どもの頃



１年３組　　



入 院



？？？？？？？？なぜ、病院だったのか？

・戦争が終わり、使われなくなった病院を

　療養する場として使う

・結核の患者さんが減少

・進行性筋委縮症の親達が政府に治療法の

　研究や学校にも行けず困っている子どもを

　助けて欲しい

病院に学校を併設し、治療する事を国の政策とした



３０年前の病院の様子



高内鎮夫写真集「まなざし」
～筋ジストロフィー病棟の仲間たち～

から引用





持ち物
●　歯ブラシ
●　コップ
●　着替え



8歳のわ・た・し



学　校



スケジュール
　6：45　起床　　　
　　　　

　7：0０　朝食　　　
　　　　

　7：40　排尿　排便
　　　

　9：10　排便片付け
　　

10：00　車椅子乗車
　　

11：45　昼食
13：00　入浴
　　　　　理学療法
15：30　車椅子降車
16：40　夕食
17：30　排尿
21：00　消灯

病院の日常



朝　食



紙便器



入　浴



映画2本分の時間？

病院の日常



生きるコツ
・職員の動きの邪魔をしない空気の
　読めること

・日常の流れに背かないように
　いつもニコニコしていること







仲間の死

　　苦しいけど呼んでも来ない

　 　　心のバランスを崩し弱音を吐く

治療法が無く死亡退院　　　

　　　　いつ自分の番か…
　　

　



伊藤佳世子のこと

昭和４7年10月８日　生まれ

千葉県千葉市　出身



家族

父　自営業　
母　専業主婦
長女　2歳上　

私



子供の時の私



私のおじいちゃん



若かりし私　
静岡県伊東市で専業主婦を

6年していました。



大山ちゃんとの出会いの頃

• 病院で療養介護職としておしごと。



呼吸器外れの事故
呼吸器外呼吸器外呼吸器外呼吸器外れれれれ筋筋筋筋ジスジスジスジス患者重体患者重体患者重体患者重体　　　　

　昨年１０月、筋ジストロフィーで入院中の２０代男性患者の人工呼吸器が外れ、意
識不明の重体になったことが６日、分かった。男性は現在も回復していない。同病
院から通報を受けた○○署は、業務上過失致傷の疑いもあるとみて、病院関係者
から事情を聴いている。 　○○病院によると、昨年１０月２７日午後９時ごろ、人工

呼吸器とマスクをつなぐ管が外れ、男性や同室の患者３人がナースコールをした。
看護師が駆け付けた際には、容体が急変していたという。 　当時、病棟では看護

師３人が勤務。午後９時ごろはナースコールが重なる時間帯で、別の部屋を回った
後に駆け付けた。当日は男性の入浴日に当たり、管の付け替えをしたばかりだっ
た。 　同病院は管が外れた原因は不明とし「ご家族に経緯を説明し、謝罪した。今
は治療に全力を注ぎたい」としている。

2007/02/06 01:41 【共同通信】



生きる喜び

明日を楽しむ

色んな経験

２００７年　自立決意

このままでいいの？

病院に限界を感じる・・・



田中くんのこと！



そうだー！京都に！
障害学会へいこう
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退院に向けて！



在宅障害福祉サービス事業所
「りべるたす」をつくろう！



平成20年4月16日　退院☆



おおやまちゃん、社会に出てみる！



おおやまちゃん、社会に出てみる！



おおやまちゃん、社会に出てみる！



自立生活



自立生活



新しい大山ちゃんの発見



新しい大山ちゃんの発見



親友！柴山真由美さんのこと



真由美ちゃんが地域に暮らすまで！



私はどこの誰で、
どんな人なんだろう？



心にブレーキがかかっちゃった頃



地に足の着いた「私」になるにはどうし
たらいいの？



ヘルパーさんたち
近所で一緒に生きていく仲間！



ＮＰＯ法人リターンホーム

　　重度訪問従業者養成研修の開催

　　喀痰吸引等研修の開催

大山の今の仕事



ま　と　め

•だから長期療養はできるだけダ
メなんだ！

•在宅は安定しないけど、、、

でも、うまくつくっていくのだ！



ご清聴ありがとうございました

　-看護師のためのwebマガジン by 医学書院-

http://igs-kankan.com/article/2013/05/000758/

　　私たちの歩みを書かせていただきました

　　「おうちにかえろう」が掲載されています

　　　　ご一読いただけたら、幸いです☆















 一定の資本主義経済の発達段階における社会・経済的条件によって規定される社会福祉の典型

は，「法律による社会福祉」（statutory social service）である。わが国の現状でいえば福祉六法

である。しかし法律による社会福祉が社会福祉の全部ではない。いな全部であってはならない。

法律によらない民間の自発的な社会福祉（voluntary social service）による社会福祉活動の存在

こそ，社会福祉全体の自己改造の原動力として評価されなければならない。「法律による社会福

祉」が法律の枠にしばりつけられて硬直した援助活動に終始しているときに，新しいより合理的

な社会福祉理論による対象認識と実践方法を提示し，自由な活動を展開することのできるのは自

発的な民間社会福祉の特色である。それは財源の裏づけもなければ，法律によって権威づけられ

た制度でもない。しかしそのようなことは自発的な社会福祉にとって問題ではない。問題なのは，

その社会福祉理論の合理性に裏づけられた新しい社会福祉的援助原則を，たとえ小規模であって

も，これを実証してみせることであり，また「法律による社会福祉」の側がこれを謙虚に受けと

めて法律を改正し，その時々の社会福祉全体をいかに発展させるかということである。 

『社会福祉原論』（岡村重夫 全国社会福祉協議会 １９８３年）より 

 

 精神医学改革のために持ち出された技術的手段としては先ず、病院内部の改革・人間化、作業

療法、社交療法、責任感の意識化、療法クラブの創設……等々がありました。この結果、いくら

かの効果はありましたが、それは精神医学の根本的な抑圧性を変えることはできなかったし、ま

たそれほど有効なものではありませんでした。次に考えられたのは、病院外活動です。患者クラ

ブ、患者の家庭訪問、患者たちのための保護工房……等といったものです。私としてはそれが全

然効果のないものだったと言うつもりはありませんが、しかし不幸なことに、それはときとして

抑圧の性質を変えながら、かえって抑圧を強化することになったと言わねばなりません。そのた

めに、この種の活動は精神病院のミニチュア化と言われることにもなったのでした。 

          （中略） 

「アルテルナティフ」というのはつまり別の場に立つ、精神医学の問題の外にでるということで

す。再び別の精神医学をやるということではなしに、別次元の解決を見出そうとすることです。 

『現代思想 １９８２年１月号 特集＝現代フランスの思想』（青土社） 

「シンポジウム 精神医学的状況」より 

※ドキュメンタリー映画『すべての些細な事柄』 監督ニコラ・フィリベール 出演ラ・ボルド

の人々他 １９９８年公開 ラ・ボルドはフェリックス・ガタリと精神科医ジャン・ウーリーが

１９５３年に設立した解放病棟のクリニック。 

 

 たとえば、監禁環境そのものともいえる病院の危機においては、部門の細分化や、デイケアや

在宅介護などが、はじめのうちは新しい自由をもたらしたとはいえ、結局はもっとも冷酷な監禁

にも比肩しうる管理のメカニズムに関与してしまったことを忘れてはならない。恐れたり、期待

をもったりしてはならず、闘争のための新しい武器を探しもとめなければならないのである。 

『記号と事件 １９７２－１９９０年の対話』（ジル・ドゥルーズ 宮林寛 訳 河出文庫） 
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清水　明彦

２０１３．９．１５．　
誰もが暮らせる地域づくりフォーラム２０１３
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１９８１１９８１１９８１１９８１年年年年　　　　地域活動拠点地域活動拠点地域活動拠点地域活動拠点づくりのづくりのづくりのづくりの運動運動運動運動のののの中中中中
でででで、、、、青葉園発足青葉園発足青葉園発足青葉園発足「「「「私私私私たちはたちはたちはたちは青葉園青葉園青葉園青葉園しているしているしているしている」」」」
　／　／　／　／１９８２１９８２１９８２１９８２年年年年　　　　青葉園基本理念青葉園基本理念青葉園基本理念青葉園基本理念　　　　青葉園青葉園青葉園青葉園はははは
生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場、、、、主体的主体的主体的主体的にににに生生生生きききき合合合合うううう暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの創創創創
造造造造のののの場場場場　／　／　／　／１９８２１９８２１９８２１９８２年年年年　「　「　「　「青葉青葉青葉青葉のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」発発発発
足足足足、、、、ケアワーカーケアワーカーケアワーカーケアワーカーそしてそしてそしてそしてコミュニティーワーコミュニティーワーコミュニティーワーコミュニティーワー
カーカーカーカーとしてとしてとしてとして本人本人本人本人のねうちをのねうちをのねうちをのねうちを伝伝伝伝えるえるえるえる支援支援支援支援をををを　／　／　／　／
１９９０１９９０１９９０１９９０年代年代年代年代　　　　地域社会参加活動地域社会参加活動地域社会参加活動地域社会参加活動のののの展開展開展開展開　　　　本本本本
人人人人をををを地域地域地域地域のののの変革変革変革変革のののの主体者主体者主体者主体者にににに　　　　
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１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年　　　　あおばあおばあおばあおば生活生活生活生活ホームホームホームホームのののの発足発足発足発足　　　　　　　　
生活生活生活生活のののの主体者主体者主体者主体者としてとしてとしてとして住民中住民中住民中住民中のののの住民住民住民住民としてとしてとしてとして
　　　　

　／　／　／　／１９９０１９９０１９９０１９９０年代後半年代後半年代後半年代後半～　～　～　～　地域自主生活地域自主生活地域自主生活地域自主生活
（（（（ひとりぐらしひとりぐらしひとりぐらしひとりぐらし））））のののの展開展開展開展開　　　　本人中心本人中心本人中心本人中心のののの
「「「「支援支援支援支援のののの輪輪輪輪」」」」のののの構築構築構築構築　／　／　／　／２０００２０００２０００２０００年代年代年代年代～～～～
　　　　次次次次々々々々とととと共同地域自立生活共同地域自立生活共同地域自立生活共同地域自立生活（（（（ケアホームケアホームケアホームケアホーム））））
もももも拡拡拡拡がるがるがるがる　／　／　／　／地域自立生活地域自立生活地域自立生活地域自立生活（（（（ひとりぐらひとりぐらひとりぐらひとりぐら
しししし））））のののの展開展開展開展開がががが拡拡拡拡がるがるがるがる　／　／　／　／２００２２００２２００２２００２年年年年　　　　障障障障
害者生活相談害者生活相談害者生活相談害者生活相談・・・・支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「のまのまのまのまネッネッネッネッ
トトトト西宮西宮西宮西宮」」」」発足発足発足発足　／　／　／　／西宮市西宮市西宮市西宮市におけるにおけるにおけるにおける重症心重症心重症心重症心
身障害者身障害者身障害者身障害者のののの地域自立生活展開構造地域自立生活展開構造地域自立生活展開構造地域自立生活展開構造のののの構築構築構築構築
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１９９０１９９０１９９０１９９０年代年代年代年代～　～　～　～　個人総合計画個人総合計画個人総合計画個人総合計画づくりづくりづくりづくり、、、、本人中心計本人中心計本人中心計本人中心計
画画画画にににに向向向向けてけてけてけて　／　／　／　／２０００２０００２０００２０００年代年代年代年代～　～　～　～　相互主体相互主体相互主体相互主体にににに基基基基づくづくづくづく
個人支援計画個人支援計画個人支援計画個人支援計画のののの改革改革改革改革　　　　職員職員職員職員エンパワーメントプログエンパワーメントプログエンパワーメントプログエンパワーメントプログ
ラムラムラムラム（（（（職員個人成長計画職員個人成長計画職員個人成長計画職員個人成長計画））））のののの模索模索模索模索　　　　工房等工房等工房等工房等、、、、脱青葉脱青葉脱青葉脱青葉
園園園園((((？？？？))))のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ　／　／　／　／２００４２００４２００４２００４年年年年～　～　～　～　北部展開北部展開北部展開北部展開はじはじはじはじ
まるまるまるまる　／　／　／　／２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年～　～　～　～　西宮市社協第西宮市社協第西宮市社協第西宮市社協第７７７７次地域福祉次地域福祉次地域福祉次地域福祉
推進計画推進計画推進計画推進計画　　　　障害障害障害障害をもつをもつをもつをもつ人人人人とととと一緒一緒一緒一緒につくるまちづくりにつくるまちづくりにつくるまちづくりにつくるまちづくり
　／　／　／　／２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年～　～　～　～　権利擁護支援権利擁護支援権利擁護支援権利擁護支援センターセンターセンターセンター発足発足発足発足　　　　権権権権
利擁護支援利擁護支援利擁護支援利擁護支援システムシステムシステムシステム推進推進推進推進　／　　／　　／　　／　障害者総合相談支援障害者総合相談支援障害者総合相談支援障害者総合相談支援
センターセンターセンターセンターにしのみやにしのみやにしのみやにしのみや発足発足発足発足　　　　本人中心本人中心本人中心本人中心のののの相談支援相談支援相談支援相談支援のののの展展展展
開開開開
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青葉園基本理念青葉園基本理念青葉園基本理念青葉園基本理念　　　　　　　　1982.12.231982.12.231982.12.231982.12.23

1.1.1.1.青葉園青葉園青葉園青葉園はははは、、、、重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者のののの生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場でありでありでありであり、、、、またそのまたそのまたそのまたその場作場作場作場作りをめざしりをめざしりをめざしりをめざし続続続続けるけるけるける。。。。

2.2.2.2.生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場とはとはとはとは、、、、重度障害者一人重度障害者一人重度障害者一人重度障害者一人ひとりがひとりがひとりがひとりが豊豊豊豊かにかにかにかに自己自己自己自己をををを実現実現実現実現しししし、、、、いきいきといきいきといきいきといきいきと
くらしていくくらしていくくらしていくくらしていく為為為為のののの土台土台土台土台となるとなるとなるとなる場場場場でありでありでありであり集団集団集団集団であるであるであるである。。。。

3.3.3.3.生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場生活拠点的場であるためにはであるためにはであるためにはであるためには

①①①①まずまずまずまず、、、、通所者自身通所者自身通所者自身通所者自身のののの健康管理健康管理健康管理健康管理・・・・増進増進増進増進がはかられていなければならないがはかられていなければならないがはかられていなければならないがはかられていなければならない。。。。

②②②②園内園内園内園内のののの様様様様々々々々なきめこまかなとりくみによってなきめこまかなとりくみによってなきめこまかなとりくみによってなきめこまかなとりくみによって、、、、個性個性個性個性やややや可能性可能性可能性可能性をををを見見見見いいいい出出出出しししし、、、、

のばしのばしのばしのばし、、、、十分十分十分十分にににに自己自己自己自己をををを実現実現実現実現していなければならないしていなければならないしていなければならないしていなければならない。。。。

③③③③園園園園がががが地域地域地域地域にににに開開開開かれておりかれておりかれておりかれており、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々とかかわりがもてとかかわりがもてとかかわりがもてとかかわりがもて、、、、様様様様々々々々なななな機会機会機会機会がががが　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用意用意用意用意されるというされるというされるというされるという、、、、自由自由自由自由とととと豊豊豊豊かさがなければならないかさがなければならないかさがなければならないかさがなければならない。。。。
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4.4.4.4.青葉園青葉園青葉園青葉園のとりくみはのとりくみはのとりくみはのとりくみは、、、、生産性生産性生産性生産性・・・・効率効率効率効率やややや、、、、単単単単なるなるなるなる身辺自立身辺自立身辺自立身辺自立のみをのみをのみをのみを追求追求追求追求すすすす
るるるる活動活動活動活動とはとはとはとは根本的根本的根本的根本的にににに異異異異なりなりなりなり、、、、通所者通所者通所者通所者やややや職員職員職員職員・・・・親親親親などなどなどなど園園園園にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる全全全全てのてのてのての
人人人人たちがたちがたちがたちが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって共共共共にににに考考考考ええええ、、、、悩悩悩悩みみみみ、、、、理解理解理解理解しししし合合合合いいいい、、、、そしてそしてそしてそして主体的主体的主体的主体的にににに生生生生
きききき会会会会うくらしをうくらしをうくらしをうくらしを創造創造創造創造していくことをしていくことをしていくことをしていくことを基本目標基本目標基本目標基本目標にしているにしているにしているにしている。。。。

5.5.5.5.青葉園青葉園青葉園青葉園はははは、、、、重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者のののの生活拠点生活拠点生活拠点生活拠点をををを作作作作りあげていくことをりあげていくことをりあげていくことをりあげていくことを通通通通しししし、、、、ひいひいひいひい
てはてはてはては、、、、一般一般一般一般のののの人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが人間人間人間人間のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿をををを問問問問いいいい続続続続けけけけ、、、、
失失失失いかけているいかけているいかけているいかけている生活拠点生活拠点生活拠点生活拠点をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし、、、、よりよりよりより豊豊豊豊かなくらしをかなくらしをかなくらしをかなくらしを作作作作りりりり上上上上げていげていげていげてい
くためのくためのくためのくための重要重要重要重要なななな公共的公共的公共的公共的・・・・社会的資源社会的資源社会的資源社会的資源であるであるであるである。。。。

6.6.6.6.自己自己自己自己をををを十分十分十分十分にににに実現実現実現実現できるできるできるできる場場場場をもちをもちをもちをもち、、、、いきいきといきいきといきいきといきいきと暮暮暮暮らしていくことらしていくことらしていくことらしていくこと、、、、まままま
たそれをめざしたそれをめざしたそれをめざしたそれをめざし続続続続けることはけることはけることはけることは、、、、人間人間人間人間としてとしてとしてとして当然当然当然当然のののの姿姿姿姿でありでありでありであり願願願願いであるいであるいであるいである。。。。
それはどんなにそれはどんなにそれはどんなにそれはどんなに障害障害障害障害がががが重重重重くともくともくともくとも追求追求追求追求されされされされ続続続続けるべきでありけるべきでありけるべきでありけるべきであり、、、、基本的人権基本的人権基本的人権基本的人権
のひとつであるのひとつであるのひとつであるのひとつである。。。。



たいへんたいへんたいへんたいへん障害障害障害障害のののの重重重重いいいい市民市民市民市民のののの活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点
『『『『青葉園青葉園青葉園青葉園』』』』

障害者生活相談障害者生活相談障害者生活相談障害者生活相談・・・・支援支援支援支援センターセンターセンターセンター『『『『のまのまのまのまネットネットネットネット西宮西宮西宮西宮』』』』
－－－－ 西宮市障害者西宮市障害者西宮市障害者西宮市障害者あんしんあんしんあんしんあんしん相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口 －－－－

事業者事業者事業者事業者としてとしてとしてとして責任責任責任責任をををを持持持持ちちちち、、、、
遂行遂行遂行遂行するためのするためのするためのするための本人本人本人本人のののの
希望希望希望希望にににに基基基基づくづくづくづくプランプランプランプラン。。。。支支支支
援援援援のののの内実内実内実内実をををを支援目標支援目標支援目標支援目標・・・・内内内内
容等詳細容等詳細容等詳細容等詳細にににに明記明記明記明記しししし、、、、それそれそれそれ
をををを元元元元にににに事業展開事業展開事業展開事業展開をををを評価評価評価評価・・・・
点検点検点検点検。。。。

表面的表面的表面的表面的なななな現状記述現状記述現状記述現状記述でなくでなくでなくでなく、、、、
本人本人本人本人とととと支援者支援者支援者支援者がががが共共共共にににに関係関係関係関係
をををを広広広広げげげげ、、、、共感共感共感共感してきたそのしてきたそのしてきたそのしてきたその
プロセスプロセスプロセスプロセスのののの支援者側支援者側支援者側支援者側のつのつのつのつ
づりづりづりづり。。。。関係性関係性関係性関係性・・・・共感性共感性共感性共感性ののののレレレレ
ポートポートポートポート記述記述記述記述。。。。

一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの日日日日々々々々のののの活動活動活動活動のののの展展展展
開開開開についてについてについてについて、、、、望望望望むむむむ暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの意意意意
向向向向についてについてについてについて明記明記明記明記。。。。互互互互いにいにいにいに実践実践実践実践
するするするする中中中中でででで、、、、模索模索模索模索しししし見出見出見出見出してきたしてきたしてきたしてきた
希望希望希望希望やややや展望展望展望展望をををを文書化文書化文書化文書化。。。。

西宮市西宮市西宮市西宮市 地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画・・・・障害福祉推進計画障害福祉推進計画障害福祉推進計画障害福祉推進計画

相互主体レポート

本 人 の 計 画

　　　　支援プラン

青葉園青葉園青葉園青葉園　　　　【【【【個人総合計画個人総合計画個人総合計画個人総合計画】】】】
（（（（日中活動事業所日中活動事業所日中活動事業所日中活動事業所のののの個人支援計画個人支援計画個人支援計画個人支援計画））））

本本本本 人人人人 のののの
活活活活 動動動動

本人中心支援本人中心支援本人中心支援本人中心支援にににに向向向向けてけてけてけて　　　　【【【【活動活動活動活動】】】】 とととと 【【【【支援支援支援支援のののの輪輪輪輪】】】】 のののの 《《《《本人本人本人本人のののの計画計画計画計画》》》》　～　～　～　～青葉園青葉園青葉園青葉園・・・・西宮市西宮市西宮市西宮市のののの場合場合場合場合～～～～

西宮市西宮市西宮市西宮市のののの支給決定支給決定支給決定支給決定にににに先先先先
立立立立ってってってって本人本人本人本人とととと市市市市へへへへ提示提示提示提示

推進計画推進会議推進計画推進会議推進計画推進会議推進計画推進会議 ・・・・
施策施策施策施策推進懇談会推進懇談会推進懇談会推進懇談会

支給決定後支給決定後支給決定後支給決定後のののの継続的継続的継続的継続的
モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングとしてとしてとしてとして

のまのまのまのまネットネットネットネット西宮西宮西宮西宮 【【【【本人中心計画本人中心計画本人中心計画本人中心計画】】】】
（（（（相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンターのののの総合的個人支援総合的個人支援総合的個人支援総合的個人支援プランプランプランプラン））））

関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関
担当者担当者担当者担当者

権利擁護支援機関権利擁護支援機関権利擁護支援機関権利擁護支援機関
後見人等後見人等後見人等後見人等

市市市市ケースケースケースケース
ワーカーワーカーワーカーワーカー
等等等等

居宅介護事居宅介護事居宅介護事居宅介護事
業所業所業所業所○○○○○○○○○○○○
スタッフスタッフスタッフスタッフ

○○○生活ホー
ム職員

青葉園青葉園青葉園青葉園

本人を囲んで

個人支援会議個人支援会議個人支援会議個人支援会議
本人中心計画

西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会
地域福祉推進計画地域福祉推進計画地域福祉推進計画地域福祉推進計画

西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会・・・・西宮市西宮市西宮市西宮市あんしんあんしんあんしんあんしん相談窓口連絡会相談窓口連絡会相談窓口連絡会相談窓口連絡会
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『『『『本人中心主義本人中心主義本人中心主義本人中心主義』『』『』『』『本人計画主義本人計画主義本人計画主義本人計画主義』』』』
によるによるによるによる支援支援支援支援のののの再構築再構築再構築再構築

＊＊＊＊内発的内発的内発的内発的にににに必要必要必要必要となってきたとなってきたとなってきたとなってきた青葉園青葉園青葉園青葉園のののの『『『『個人総合計画個人総合計画個人総合計画個人総合計画』』』』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊＊＊＊『『『『活動活動活動活動』』』』とととと『『『『支援支援支援支援のののの輪輪輪輪』』』』のののの『『『『本人本人本人本人のののの計画計画計画計画』』』』にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく
　　　　支援支援支援支援のののの仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの再構築再構築再構築再構築

＊＊＊＊一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの存在存在存在存在のののの価値価値価値価値にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく、、、、支援支援支援支援のののの思想思想思想思想のののの確立確立確立確立
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● 「相互主体」という考え方

● ともにつくり出していく「活動」

● 「本人の計画」に基づく「活動」

　→「活動」の中から「本人の計画」が見えてくる

　→「本人の計画づくり」こそが「活動」

「「「「活動活動活動活動」」」」のののの中中中中でででで立立立立ちちちち上上上上がってくるがってくるがってくるがってくる主体主体主体主体



10



11



たいへんたいへんたいへんたいへん障害障害障害障害のののの重重重重いいいい市民市民市民市民のののの活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点
『『『『青葉園青葉園青葉園青葉園』』』』

障害者生活相談障害者生活相談障害者生活相談障害者生活相談・・・・支援支援支援支援センターセンターセンターセンター『『『『のまのまのまのまネットネットネットネット西宮西宮西宮西宮』』』』
－－－－ 西宮市障害者西宮市障害者西宮市障害者西宮市障害者あんしんあんしんあんしんあんしん相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口 －－－－

事業者事業者事業者事業者としてとしてとしてとして責任責任責任責任をををを持持持持ちちちち、、、、
遂行遂行遂行遂行するためのするためのするためのするための本人本人本人本人のののの
希望希望希望希望にににに基基基基づくづくづくづくプランプランプランプラン。。。。支支支支
援援援援のののの内実内実内実内実をををを支援目標支援目標支援目標支援目標・・・・内内内内
容等詳細容等詳細容等詳細容等詳細にににに明記明記明記明記しししし、、、、それそれそれそれ
をををを元元元元にににに事業展開事業展開事業展開事業展開をををを評価評価評価評価・・・・
点検点検点検点検。。。。

表面的表面的表面的表面的なななな現状記述現状記述現状記述現状記述でなくでなくでなくでなく、、、、
本人本人本人本人とととと支援者支援者支援者支援者がががが共共共共にににに関係関係関係関係
をををを広広広広げげげげ、、、、共感共感共感共感してきたそのしてきたそのしてきたそのしてきたその
プロセスプロセスプロセスプロセスのののの支援者側支援者側支援者側支援者側のつのつのつのつ
づりづりづりづり。。。。関係性関係性関係性関係性・・・・共感性共感性共感性共感性ののののレレレレ
ポートポートポートポート記述記述記述記述。。。。

一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの日日日日々々々々のののの活動活動活動活動のののの展展展展
開開開開についてについてについてについて、、、、望望望望むむむむ暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの意意意意
向向向向についてについてについてについて明記明記明記明記。。。。互互互互いにいにいにいに実践実践実践実践
するするするする中中中中でででで、、、、模索模索模索模索しししし見出見出見出見出してきたしてきたしてきたしてきた
希望希望希望希望やややや展望展望展望展望をををを文書化文書化文書化文書化。。。。

西宮市西宮市西宮市西宮市 地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画・・・・障害福祉推進計画障害福祉推進計画障害福祉推進計画障害福祉推進計画

相互主体レポート

本 人 の 計 画

　　　　支援プラン

青葉園青葉園青葉園青葉園　　　　【【【【個人総合計画個人総合計画個人総合計画個人総合計画】】】】
（（（（日中活動事業所日中活動事業所日中活動事業所日中活動事業所のののの個人支援計画個人支援計画個人支援計画個人支援計画））））

本本本本 人人人人 のののの
活活活活 動動動動

本人中心支援本人中心支援本人中心支援本人中心支援にににに向向向向けてけてけてけて　　　　【【【【活動活動活動活動】】】】 とととと 【【【【支援支援支援支援のののの輪輪輪輪】】】】 のののの 《《《《本人本人本人本人のののの計画計画計画計画》》》》　～　～　～　～青葉園青葉園青葉園青葉園・・・・西宮市西宮市西宮市西宮市のののの場合場合場合場合～～～～

西宮市西宮市西宮市西宮市のののの支給決定支給決定支給決定支給決定にににに先先先先
立立立立ってってってって本人本人本人本人とととと市市市市へへへへ提示提示提示提示

推進計画推進会議推進計画推進会議推進計画推進会議推進計画推進会議 ・・・・
施策施策施策施策推進懇談会推進懇談会推進懇談会推進懇談会

支給決定後支給決定後支給決定後支給決定後のののの継続的継続的継続的継続的
モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングとしてとしてとしてとして

のまのまのまのまネットネットネットネット西宮西宮西宮西宮 【【【【本人中心計画本人中心計画本人中心計画本人中心計画】】】】
（（（（相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンターのののの総合的個人支援総合的個人支援総合的個人支援総合的個人支援プランプランプランプラン））））

関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関
担当者担当者担当者担当者

権利擁護支援機関権利擁護支援機関権利擁護支援機関権利擁護支援機関
後見人等後見人等後見人等後見人等

市市市市ケースケースケースケース
ワーカーワーカーワーカーワーカー
等等等等

居宅介護事居宅介護事居宅介護事居宅介護事
業所業所業所業所○○○○○○○○○○○○
スタッフスタッフスタッフスタッフ

○○○生活ホー
ム職員

青葉園青葉園青葉園青葉園

本人を囲んで

個人支援会議個人支援会議個人支援会議個人支援会議
本人中心計画

西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会西宮市社会福祉協議会
地域福祉推進計画地域福祉推進計画地域福祉推進計画地域福祉推進計画

西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会西宮市地域自立支援協議会・・・・西宮市西宮市西宮市西宮市あんしんあんしんあんしんあんしん相談窓口連絡会相談窓口連絡会相談窓口連絡会相談窓口連絡会



主催者主催者主催者主催者：：：：本人本人本人本人
本人中心支援
計画会議

共同主催者：

指定特定相談支援専門員

基幹型相談支援専門員

行政の担当者

余暇・遊びの支援者

近所のおばさん

日中活動の場の支援者

兄弟

親

暮らしの場の支援者

相談専門員は、事前に本人中心計画会議の参加
者にヒアリングをして、あらかじめ本人中心アセス
メントを完成しておく

＜本人中心支援計画会議のイメージ図＞



指定特定指定特定指定特定指定特定のののの相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員によるによるによるによる本人中心本人中心本人中心本人中心アセスメントシートアセスメントシートアセスメントシートアセスメントシート

氏名氏名氏名氏名：　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員相談支援専門員：　：　：　：　　　　　

　　　　　　　　　

　

　

　

本人の希望・目標（①暮ら
しの場、②日中活動、③余
暇・遊び等）をどうとらえて
いますか

みんなが期待す
る本人の目標

本人のストレングス・
よいところをどうとら
えていますか

本人の苦手・弱
点をどうとらえて
いますか

聞き
取り
日付

本人

家族 B

家族 A

支援メンバー
（日中活動）

支援メンバー
（暮らし等）

支援メンバー
（ガイヘル等）

友人・その他



本人中心支援計画案（サービス等利用計画案）

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　
日時：　　　年　　　月　　　日

　　　　
会議参加者：　　　　

大きな希
望・目標

モニタリング時点で達成した事項及びなぜ達成できなかったかの説明

本人 （家族）

暮
ら
し
の
場

日
中
活
動
（
仕
事
な
ど
）
余
暇
・
楽
し
み
・
活
動

（支援A） （支援B）

どこで・誰と・
どんな暮らし
がしたいのか

平日の日中
はどこで・誰
と・どんな仕
事（勉強）が
したいのか

休日や仕
事のあと、
どこで・誰と・
どんなこと
がしたいの
か

本人署名：

（行政・その他自
由に追加可能）

事業所名・相談支援専門員：

基幹型相談支援員：
次回見直し予定日：　　　年　　　月　　　日

それに向かって　１年
（半年）位の具体的な
実行計画（一定の実行

期間を提示）



16

●本人中心の支援　その主体をはずすな！

（主体の排除に対する抵抗としての

　　　　　　　　　　本人中心の支援）

●本人中心に生み出されてくる展開を！

（一人ひとりを主人公にした本人の

　　　　　　　　　　物語が展開）

●地域の中で本人中心で支援を！

（その人の存在が持ついくつもの社会的

　　　　　　　　　　役割を共に果たしていく）

今後に向けて 　本人中心支援の展開
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横横横横からからからから見見見見るとるとるとると、、、、立立立立ちあがっていくちあがっていくちあがっていくちあがっていくベクトルベクトルベクトルベクトルたちたちたちたち

　　　　市民市民市民市民みんなのみんなのみんなのみんなのエンパワメントエンパワメントエンパワメントエンパワメント（（（（ベクトルベクトルベクトルベクトル））））

　　　　

　　　　まわりのまわりのまわりのまわりの人人人人たちたちたちたち（（（（親親親親・・・・家族家族家族家族・・・・地域地域地域地域のののの人人人人））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ののののエンパワメントエンパワメントエンパワメントエンパワメント（（（（ベクトルベクトルベクトルベクトル））））

　　　　支援者支援者支援者支援者ののののエンパワメントエンパワメントエンパワメントエンパワメント（（（（ベクトルベクトルベクトルベクトル））））

　　　　本人本人本人本人ののののエンパワメントエンパワメントエンパワメントエンパワメント（（（（ベクトルベクトルベクトルベクトル））））

本人中心本人中心本人中心本人中心でででで（（（（本人本人本人本人のののの希望希望希望希望にににに基基基基づいてづいてづいてづいて））））支援展開支援展開支援展開支援展開するこするこするこするこ
とによるとによるとによるとによるエンパワメントエンパワメントエンパワメントエンパワメント連鎖連鎖連鎖連鎖（（（（地域社会再生地域社会再生地域社会再生地域社会再生へのへのへのへの希望希望希望希望））））



揺れる主体に基
づいて共に立ち
上がっていくこと　
　（一緒に喜んだ
り、悲しんだり、悩
んだりして、一緒
に　希望を持って
やっていくこと）





人の存在を類型化対象化して
その上に専門性・サービス・制
度・・・を積み上げていく方法と
はまったく逆の・・・・・・



保護的に始末する装置から共
に逃げ、相互の主体化に向かう



（私が）ただ生きんがためにあ
なたと（共に）居る



ひとりひとりの物語を生きる主体
存在と主体存在の間でいやおう
なく立ちおこる価値的創造的変
革的「共振」
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「エビチリ」―― 立ち起こる主体と主体の共振 ―― 

西宮市社会福祉協議会  清水明彦 

いよいよ紅葉も見ごろで、サポート研は関西セミナーの季節となった。今年

は西宮での開催となる。関西セミナーと言えば、私はどうしても去年の「エビ

チリ」のことに思いがいってしまう。それこそ紅葉真っ盛りの京都で開催され

た昨年の関西セミナーは「本人中心の支援と地域」がテーマであった。各施設

からの実践報告の後、若手の職員（支援者）が地域を実感したエピソードを話

すというプログラムがあった。1 人ひとりが地域を実感したキーワードをプレ

ートに書いて壇上に集まった。その中で、「エビチリ」と書いたプレートを持っ

た水仙福祉会の若い男性の支援者のエピソードに私はすっかり虜になってしま

った。水仙福祉会は、たいへん障害の重いとりわけこだわりが強くいわゆる問

題行動があると言われる方々の支援を、関係を共に深めながらまさに地域の中

で真摯にすすめていく実践展開で、サポート研の方々はよくご存じのことと思

う。このエピソードもそんなこだわりの強い方との外出の話であった。 

【彼（男性の若い方）はたいへんこだわりが強く、日中活動でもなかなか集

団には馴染みにくい人だった。本人も支援者も共に苦しい日々が続いたが、関

係を紡いでいく中で徐々に彼のことが支援者にもわかるようになってきていた。

彼との関係ができていく中で、月に１回は一緒に外出してレストランのバイキ

ングに行くことが彼と支援者の１つの行事となり、関係構築の大きな足掛かり

となっていった。そしてそのレストランで彼が食べるのは、バイキングにもか

かわらず「エビチリ」だけなのであった。支援者と一緒にそのレストランに行

き、「エビチリ」を食べることが彼と支援者にとってかけがえのないとりきめ事

となっていた。 

ある日、とりきめどおりいつものそのレストランのバイキングに出かけて行

った。すると、なんと「エビチリ」がメニューから消えているではないか。並

んでいるいくつもの大皿を確認しても「エビチリ」はない！当然のことながら

彼はパニックにおちいり、「エビチリ！」「エビチリ！」と大声で叫び、走りま

わり、お昼時のバイキング客で賑わうレストランは騒然となった。支援者は焦

ったがどうすることもできない。その時である。奥の厨房から、中華鍋を握っ

た料理人のおやじ（中年男性）が大声で叫んだ「エビチリ完成まで、あと５分！」。

その時すべての混乱は収束へと向かう。そして料理人のおやじは背中を向けた

まま叫び続ける。「エビチリ完成まであと４分！」「３分！」「２分！」「１分！」

「よっしゃー！エビチリいっちょうあがり！」。ドッサリとあけられた湯気の立

つエビチリのまわりには彼と支援者を中心に、巻き込まれて「エビチリ」が食

べたくなったお客さんたちの行列の輪ができた。彼と支援者はとびきりおいし

い「エビチリ」をおなかいっぱい食べ、「地域の実感」という満足も得て帰路に

ついた。このことから彼と支援者は一層わかり合え、より幸せな日々を得た。】  

 私の思い入れが強い分、かなりの脚色も加わっているかもしれないがおよそ

こんな話だったと記憶している。私はこのエピソードを聞いた時、震えるよう

な感動を覚えた。 
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この話は、例えば 【レストランが騒然となった時、どからともなくレスト

ランのオーナーが現れてその叫び続ける彼の声に静かに耳を傾け、調理場の料

理人に、「このお客様のご注文に早く応えなさい！」と指示した。このことでこ

のレストランの「エビチリ」はすっかり有名になり、バイキングはいつも満員

になった。】 というストーリーではない。「どんな顧客のどんなニーズにもき

っちり応えることのできる経営者が市場の競争を勝ち残っていくのだ。」などと

いうくだらん話とは全く違う。料理人のおやじは別に誰に命令された訳でもな

く、勝手に自分の中から沸き起こってくる何ものかに動かされて中華鍋を握っ

たのだ。 

この話は、こんな話でもない。 【レストランが騒然とした状態になろうと

していた時、店内にさりげなくアナウンスが流れた。優しい女性の声で、「ご来

店のお客様にお知らせ致します。本日の「エビチリ」につきましては、今しば

らくお待ち下さい。まもなくご提供致しますので。いましばらくお待ちくださ

い。」そして、穏やかなレストランでみんながおいしい「エビチリ」にありつけ

た。】 というストーリーでもない。「なるほど、これこそこだわりの強い行動

障害の方への合理的配慮のモデルですね。社会全体がこうならねば。みんなが

しあわせになる社会ですね。」という話でもないのだ。優しい声のアナウンスな

どではなく、料理人のおやじの腹の底からの叫びであったのだから。 

少し勘ぐりすぎかもしれないが、「エビチリ」の材料は仕入れてなくて、料理

人のおやじは勝手に夜用のもっと高級なエビを急いで解凍したのかもしれない。

料理人のおやじはそもそも中華料理の専門ではなかったかもしれない。料理人

のおやじの勤務時間はもうとっくに終わっていたのかもしれない。 

貨幣的価値を突き崩して、合理の世界を超えて、事態は進んでいく。ひたす

ら「エビチリ！」と叫ぶ彼の主体が、その生きづらさの中から放ち出される光

が、料理人のおやじの存在の価値を見事に照らし出し、共振して、料理人の魂

が呼び覚まされたおやじが叫ぶ。「エビチリ完成まであと５分！」。その叫びか

ら、彼とそして支援者とお客さんたちが得たのは、「エビチリ」以上にたっぷり

の幸せであった。そしてこの料理人のおやじこそがどれほどの幸せを得たこと

か。かけがえのない主体とかけがえのない主体の留めようのない共振。人々の

価値観、生き方を変えて拡がっていく揺らぎ。そんな風景がそこにはあった。 

 話は変わり私事となるのだが、私は今年、母をみおくった。５月の母の日の

頃からにわかに行動がおかしくなり、これはたいへんと慌てふためいた。脳の

真ん中のデキモノがどんどん大きくなっていってどうしようもないということ

であった。それからどんどん状態がひどくなって、母を結局在宅で看取ること

となった。 

母の状態が次々に変化していったこともあり、この間実に様々な介護保険の

場面を体験することができた。介護保険の中で働く人たちを知った。地域包括

のケアマネさん、事業所のケアマネさん、いろんな事業所のヘルパーさん、訪

問看護師さん、在宅医療のドクター、訪問入浴のチーム、デイサービスの方々、

福祉機器の業者さん、実に多くの人たちと出会った。どの方も良心的で言葉遣
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いも丁寧で、そして１つ１つ選択できるように提示し、効率よく仕事をこなし

ていく。多くの方が深い知識と高い能力と優れた人格の持ち主だといっても過

言ではない。その意味では、介護保険を毛嫌いしていた私にとっては、それは

新鮮な驚きでもあった。ちゃんと事業所が集まりケア会議も開かれ、多くの選

択肢が分かりやすく提示されコーディネートされる。そして、「お母様はどう思

ってらっしゃるでしょうかね。」という言葉を外すことはない。 

そんな中、母はわずか半年で息をひきとってしまった。それはなんともしよ

うのないことであったが、私としては、亡くなる３日前に姉と２人で無理矢理

車椅子に乗せて連れて行った居酒屋で一緒にストローで飲んだところで母との

物語は行き場を失ってしまっているのだ。 

さて、亡くなった日の夜、葬儀会社の営業の若い女性の職員さんが葬儀の打

ち合わせにやってきた。たいへん丁寧で優しい言葉遣いで葬儀や法事について

の深い知識と高いコーディネート能力を感じた。お葬式も選択である。「お花は

どの様にいたしましょう。」「お写真の背景はどれにいたしましょう。」「湯灌で

よろしいでしょうか、それとも・・・。」「棺桶はこの中からお選びいただけま

す。」そして彼女も言うのだ。「亡くなったお母様はどう思ってらっしゃるでし

ょうね。」 

深い知識、高い能力、丁寧な言葉遣い、多くの選択肢の提示とコーディネー

トそして・・・。同じだ。けなすつもりはないのだ。けなすつもりではなくむ

しろ感謝している。ただどうしても私の中で、それでも消えていく母の物語を

取り戻そうとするような感傷がおこる。多くの支援の中に居たこの半年、それ

でも、常に抵抗し続けたのだが、だけれども、結局は母の役割を削いでいく、

その存在を始末していくことに乗っかっていたのかもしれない。そんなどうし

ようもない悲しみが私の中に残る。 

共生社会実現に向けての地域生活支援とは、一人ひとりがその存在の役割を

発揮し、その存在の価値を際立たせていくことであって、主体相互が一緒に物

語を紡いでいくことだ。決してその存在を始末することに陥ってしまってはな

らないと念じてきた。深い知識や高い能力とは、人の存在を類型化した上で、

その上に専門化、方法論化を施すことに向けられるものではない。バイキング

のように選べることに私たちはだまされているのではないか。実は本当にほし

いものはそこにはない。そのことを表明することすら忘れているのではないか。

そして丁寧な言葉遣いの中でこんなにも大切な心の震えを掻き消しているので

はないか。固有の役割を持つかけがえのない価値的主体の集合体そのものが地

域だと思うから、真の地域生活支援の展開に向かうのであれば、それは保護的

に始末する装置をいかに改良したとしても無意味だ。 

 かけがえのない主体と、かけがえのない主体の留めようのない共振こそが、

私たちの地域生活支援の糧なのであって、そしてそのことが社会変革の可能性

なのだ！と、ここに至っても懲りずに諦めずに超楽観的に、そう信じ込んでい

たい。支援の思想の回復に向けて、私もこの料理人のおやじのように叫び続け

る。「共生社会実現まであと！！！」立ち起こる主体と主体の共振のままに。 



『重心ラーの会』設立宣言書      2011/10/16改訂 

 

本日、2010年 7月 17日、この日、この場を持って『重心ラーの会』の設立を宣言します。 

 

『重心ラー』とは、マヨラーと同様な意味である末尾に「ラー」をつけることによって、「重

心（重症心身障害）」といわれる方々が大好きだという意味です。マニアという言葉も類似

語であるかと思います。 

 

更にその深い意味は、私たち、この地域、この社会に『あなたたちが必要なんです』とい

うことであり、『決してあなたたちを外さない』ということで、もう少し言うと重症心身障

害といわれる方々による『私たちを抜きにして私たちのことを決めないで』ということで

す。 

 

私たち「重心ラー」は、彼女・彼等を主体者として、彼女・彼等、布いては誰もが暮らせ

る地域づくりを進めていきます。 

 

私たち「重心ラー」は、どんなことがあろうとも『彼女・彼等を中心（あるいは重心）に

おいて、彼女・彼等と共にの主張』をしていきます。 

 

私たち「重心ラー」は、彼女・彼等と共にの「相互主体者」としてエンパワーしていきま

す。 

 

2010年 7月 17日                   事務局   李 国本 修慈 

 

 

ぜひとも、そんな思いに共感できる方、共に進んで（生きて）行こうと思われる方、そ

んな方々はぜひとも「重心ラーの会」にご賛同（ご参加）ください。 

あくまでも緩やかなネットワークながら核心部分は思いを共にし、ご本人さん、支援者、

家族、関係（関心のある方）者、どなたとも繫がりながらのネットワークとして、全国各

地で生きておられるご本人さん及びご家族の実態や、支援者と共に生きている実践を見聞

しながら、できるだけ広く発信しつつ共働して、それらの実践を実体化し、普遍的なしく

みへと繋げていければと考えています。 

決して絵空事ではなく、多くの方々と繫がりながら推し進めたいと思います。 

ぜひとも「重心ラーの会」へのご参加を宜しくお願いいたします。 



「重心ラーの会」設立宣言が意図すること 

 

ひとつは純粋に「あなたのことが大好きだ」という思い、その対象となる全ての人々（こ

れは重症心身障害といわれる方々のみでは無くっての）に存在価値が間違いなくあるとい

うことの、大切でありながら、何故か大切になされていない（あるいは大切にできない）

社会、地域、個人の価値観を変えていこうということ。 

それには「特別な存在」だとか、様々な既成の処遇に「仕方がない」とされる（あるい

はせざるを得ない～なんてことも本当は有り得ない筈ですが）存在では無いということの

証明＝実践（全国津々浦々を見渡すと様々な実践があったりします）をもっともっと明ら

かにして、世に示していく、発信していくということ。 

何より、支援者等と言う輩（私たちですが）が、更には「重心ラー」と名乗る輩こそが、

その実践を彼女・彼等、重症心身障害といわれる方々を主体とし、共に彼女・彼等の「思

い」・「主張」を社会に伝えていくということ。 

生産性の有無や優劣だとか費用対効果などといった言葉が人の価値観基準であるかのよ

うな現代において、彼女・彼等の地域での活き活きとした暮らし（生き方・活動）こそが、

何より社会にとってプラス効果のある「社会的はたらき」だということをもっともっと世

に示していくことだと思っています。 

そして、私たち支援者（などという者たち）も、「重心ラー」となって、共に、相互主体

として、この社会に打って出ようではないですか!と。 

本当に何が大切で、何を大切にする社会なのか?国なのか?と。 

もちろん、主張は大切ではありますが、そこに無用な対立構造は持ち込まないことにも

重きを置きたいと考えています。 

誰もが思っていると信じたい「地域で生きる」ということに向かって、みんなで繫がり

あっていきたいということです。 

ぜひとも、ご賛同の程、宜しくお願いいたします。 

 

2010年 7月 17日         事務局 李 国本修慈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「重症心身障害といわれる方々らと共に生きる会」（重心ラーの会）（仮称） 会則（案） 

 

第1章 総則 

 

第 1条（名称） 

この会の名称を「重症心身障害児・者といわれる方々らと共に生きる会」（通称「重心ラー

の会」）とする。 

第 2条（目的）  

当会は、次に挙げる活動を行うことを目的とする。 

1. 重症心身障害児・者といわれる方々を主体とし、彼女・彼等の思い・主張を示し、発

信していくことにより、誰もが暮らせる地域づくりに寄与していく。 

2. 私たち支援者＝「重心ラー」も、彼女・彼等と相互主体者として、共にエンパワーし

ていく。 

3. 全国各地の重症心身障害といわれる方々と共に地域で暮らしている実践をより広く

社会に示し実体化していく。 

4. 緩やかなネットワークを構築することにより、情報の共有及び活動展開の糧とする。 

 

第2章 規則 

 

当会は、次にある規則を定める。 

第 3条 

事務局を伊丹市鴻池 5丁目 11番 27 NPO法人地域生活を考えよーかい内に置く 

第 4条 

会への入会の制限はなく、自称「重心ラー」（仮称）とされる者であればよい。 

第 5条 

入会金及び年会費は無し。 

第 6条 

入会は事務局への申し出により登録された時点とする。 

 

第3章 設立時呼びかけ人 

 

第 7条 

この会の設立時呼びかけ人を篠原文浩、李国本修慈、清水明彦とする。 

 

 



重症心身障害児・者といわれる方々らとともに生きる会 

参加表明書 

私は、貴会の趣意に賛同し仲間入りすることを表明します 

201 年  月  日 

氏 名  

住 所  

電話番号  

メールアドレス  

所 属  

氏名とメールアドレスは必須記入でお願いします。その他は

任意でも結構です。 

表明連絡は以下のアドレスへの送信でも OKです。 

kunimoto@kangae-yo.com 

事務局 

〒664-0066 兵庫県伊丹市鴻池 5丁目 11番 27 

tel・fax  072-785-7873 

李 国本 修慈 

 



1.　生まれてくれて　ありがとう 唯（ただ）　生き抜く　君の姿に

We aer dreaming You are smiling 

涙流れても　笑顔に変わるよ それが君たちと　僕らのちから

Love　しぇあーど しぇあーど・・・

2.　君の　鼓動が　響き伝わる 僕の　こころに　染み入りこんで

We aer dreaming You are smiling 

生きていくことが　止められや　しないさ そうさ　君たちの　いのちが力

Love　しぇあーど しぇあーど・・・



 

「「「「誰誰誰誰もがもがもがもが暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 2013201320132013」」」」        
    
伊丹では、ちょうど「鳴く虫と郷町」を開催中。飲食店や駅ビルな

ど、町のあちこちで虫の鳴く声が聞こえます。 

阪急の駅ビル（リー

タ、ここの 1 階にいか

りスーパー）の 4 階、

伊丹ショッピングデパ

ート（ここの 1 階は関

西スーパー）の 5 階

にも飲食店がありま

す。 

アントンはイタリアン。鹿肉料理も食

べられます。ランチコースやスパゲ

ティセットもあり 

HIRO は

珈琲店 

ひがし商店街や三軒寺前

広場にも飲食店があります

（白い蕎麦も！） 

クロスロードカフェは朝 9 時～
シェフはガーナの人 

 

長寿蔵は小西酒造の
レストラン、地ビール
飲めます。ランチ有 

宮ノ前 3 号館、4 号
館にも飲食店あり 

JR からニトリまで
の間も飲食店有 

※伊丹市美は「諷刺とユー

モア」がテーマの美術館。

コレクション展開催中（10～

6 時）。伊丹郷町館は、移築

された旧家と酒蔵、クラフト

ショップがあります 

※クロスロードカフェの壁面

ギャラリーもオススメ。今は

貼り絵展「虹のわ」です 

アリオ内には 
関西スーパー 

イオンモール
内にも飲食店
有 

ことば蔵は公園のような図書館。15 日の

昼にはビブリオバトルも。 



誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2013 アンケートっちゅいますかフリーペーパー 

本日は、伊丹市にお越しいただき本当にありがとうございました!^o^;; 

つきましては、以下の問いにお応えいただき、 

お帰りの際にでも回収させていただければありがたいです^-^;、宜しくお願いします 

あ.本日のフォーラムのご感想をお願いします(よくなかった点、よかった点など、なんでも) 

 

 

い.登壇いただいたみなさんへのメッセージをお願いします 

a. 大山良子さんへ 

 

 

b. 伊藤佳世子さんへ 

 

 

c. 青野浩美さんへ 

 

 

d. 新真由美さんへ 

 

 

e. 森山裕子さんへ 

 

 

f. 五十嵐正人さんへ 

 

 

g. 清水明彦さんへ 

 

 

h. 篠原文浩さんへ 

 

 

i. 尾瀬順次さんへ 

 

 

           裏面につづく・・・ 



う.少しの時間でしたが、伊丹市のイメージはどんなんでしたか? 

 

 

 

 

え.主催者へのメッセージも(ついでに)おねがいします^-^; 

 

 

 

 

そんなんで、本日は本当にありがとうございました! 

来年も(たぶん)開催いたします、どうぞよろしくおねがいいたします! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

NPO 法人地域生活を考えよーかい 

               有限会社しぇあーど 

               こうのいけスペース 

                   http://www.kangaeyo-kai.net/index.html 


	0 表紙
	1 あいさつ文
	1/2
	2/2

	2 伊藤佳世子さん　NHK原稿
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7

	20130915　大山さん
	1/53
	2/53
	3/53
	4/53
	5/53
	6/53
	7/53
	8/53
	9/53
	10/53
	11/53
	12/53
	13/53
	14/53
	15/53
	16/53
	17/53
	18/53
	19/53
	20/53
	21/53
	22/53
	23/53
	24/53
	25/53
	26/53
	27/53
	28/53
	29/53
	30/53
	31/53
	32/53
	33/53
	34/53
	35/53
	36/53
	37/53
	38/53
	39/53
	40/53
	41/53
	42/53
	43/53
	44/53
	45/53
	46/53
	47/53
	48/53
	49/53
	50/53
	51/53
	52/53
	53/53

	4五十嵐さんからの資料1 ばおばぶ通信135号　2
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6

	5 五十嵐さんからの資料2
	20130915　清水さん
	1/24
	2/24
	3/24
	4/24
	5/24
	6/24
	7/24
	8/24
	9/24
	10/24
	11/24
	12/24
	13/24
	14/24
	15/24
	16/24
	17/24
	18/24
	19/24
	20/24
	21/24
	22/24
	23/24
	24/24

	7 エビチリしみずさん　サポート研通信44原稿
	1/3
	2/3
	3/3

	8 ラーの会設立宣言書とお誘い文書
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	別2 歌詞カード
	別4　ご近所マップ
	別1 アンケート
	1/2
	2/2


